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世界で活躍する武庫女卒業生
ー新たな挑戦ー

2020年はコロナ禍により、全世界の活動
が停滞に追い込まれ、まさに全人類の叡智
が試されています。そのような状況下でした
が、「世界で活躍する武庫女卒業生―新た
な挑戦―」と題してオンライン・シンポジウ
ムを開催しました。本シンポジウムは、４回
目となりますが昨年度に引き続き、文科省
科学技術人材育成費補助事業ダイバーシ
ティー研究環境実現イニシアティブ（牽引
型）の事業の一環として開催しました。

登壇頂きました卒業生は、絹田 皆子　氏
（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 公衆
衛生学分野　助教）、多田 美晴　氏（ドイ
ツ国立ミュンスター音楽大学修士課程在学
中）、横井 利佳子　氏（楽天株式会社勤
務）、吉本 瑠巳　氏（富士ゼロックス兵庫
株式会社勤務）の４名です。ドイツ在住の
多田さんは、日本時間に合わせていただき
早朝５時に参加いただきました（感謝）。ま
た、横井さんは東京から、絹田さん、吉本
さんは神戸のご自宅からZoom参加となり、
オンラインを身近に感じた座談会でした。

座談会は、それぞれの卒業後の歩みを中
心にご紹介いただいたあと、「ターニングポ
イントはいつだったか」、「国内外で活躍して
いくには何が必要か」、「女子大学で学んだ
ことはプラスだったかマイナスだったか」「今
後の新たな挑戦とは」といったテーマにつ
いて意見交流をしました。また在学生に向
けてのアドバイスでは、「他人と比べることな

く自分の道を進むこと」、「多くの人の意見を
聞き、知ることを楽しむこと」、「小さな達
成感を積み重ねていくこと」など、それぞ
れの経験にもとづいた力強いメッセージをい
ただきました。

参加者からは、「無理せず自然体でやり
たいことをやり、出会いなどのチャンスを活
かし、臆せず海外にも出られている卒業生
の武庫女魂に感動しました。」「世界で活躍
される先輩方の話を聞いて、目標にしたい
女性像を自分の中でつくることができまし
た。」「卒業してから10年程経った者としても
同じ同窓生の話は大変興味深く、刺激をい
ただきました。」といった感想が寄せられま
した。

武庫女から社会へ、世界へと羽ばたいて
行った卒業生が、自立した女性として本学
で学んだ教育を芯にしっかりと活躍されてい
ることを自覚させて頂いたシンポジウムでし
た。参加されました皆様も同様に心を熱くさ
れたことと思います。

在学生、卒業生の皆様にも夢への挑戦と
実現の可能性は大いにあります。どうか、
自然体で夢に向かって挑戦してください。い
つも応援しています。

女性活躍総合研究所は、一生涯を描きき
る女性のキャリアデザインの探索と開発の研
究を行っていきます。皆様のご理解とご協
力をお願いいたします。

女性活躍総合研究所

所長　高橋享子

発行日　2021年３月



13：00 開会挨拶
登壇者ご紹介 司会： 福尾　惠介

（食物栄養科学部教授）

13：10 座談会 ファシリテーター： 高橋　享子
（女性活躍総合研究所所長）

登壇者（卒業生）の方 よ々り、

　 ◆プロフィール、現在の状況についての紹介
　 ◆ 質問項目への回答

卒業生： 絹田　皆子 氏
（食物栄養学専攻博士前期課程修了)
多田　美晴 氏

（音楽学部専攻科修了）
横井　利佳子 氏

（文学部教育学科卒)
吉本　瑠巳 氏

（文学部日本語日本文学科卒)
※学部・学科名は卒業時の名称です。

　 ◆ 参加者からの質疑応答

14：55 閉会挨拶

15：00 閉会
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世界で活躍する武庫女卒業生
ー新たな挑戦ー

｛日　時｝2020年10月31日（土） 13:00～15:00
｛場　所｝武庫川女子大学　Zoom online
｛主　催｝武庫川女子大学　女性活躍総合研究所

PROGRAM

文部科学省　科学技術人材育成費補助事業　ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）
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絹田　皆子
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
公衆衛生学分野　助教
2008年　食物栄養学専攻博士前期課程　修了

横井　利佳子
楽天株式会社勤務
2011年　文学部教育学科卒業

多田　美晴
ドイツ国立ミュンスター音楽大学修士課程在学中
2016年　音楽学部専攻科修了

吉本　瑠巳
富士ゼロックス兵庫株式会社勤務
2010年　文学部日本語日本文学科卒業

世
界
で
活
躍
す
る卒

業
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た
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庫
女

　国内外で活躍する卒業生との座談会が、今年で４回目を迎えることになりました。
　本学から、これまでに約19万人の卒業生が巣立っています。様々な分野で活躍し、
社会から高い評価を得ている武庫女卒業生が、どのようにして困難を乗り越え、夢の
実現に挑戦されてきたか、その具体的な経験は、在学生にとって素晴らしいロール
モデルとなっています。コロナ禍がもたらす「ニューノーマル」な社会の中で、女性活躍
への期待は大変大きくなっています。On Lineで、先輩女性たちの新たな挑戦や思い
を共有しませんか？　皆さまのご参加をお待ちしています。

2020年 13:00~15:00

教職員・学生・一般

10月31日(土)
武庫川女子大学Zoom on line 会　場

対　象 10月25日（日）申込締切

〈事前申し込み方法〉

先 着
100名

卒 業 生 紹 介

文部科学省科学技術人材育成費補助事業
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）

件名に「卒業生座談会 参加申し込み」、本文に所属、氏名、をご記入の上、
女性活躍総合研究所（iwcareer@mukogawa-u.ac.jp）宛てに
メールをお送りください。メール

　　　　武庫川女子大学 女性活躍総合研究所
TEL：0798-45-3737（内線：5081）  E-mail：iwcareer@mukogawa-u.ac.jp
主 催

福尾　惠介 （食物栄養科学部教授）
高橋　享子 （女性活躍総合研究所所長）

【司　会】
【ファシリテーター】

参加費
無　料

（要申込）
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卒業生プロフィール（五十音順、敬称略）

絹田　皆子　Minako Kinuta（2008年 食物栄養学専攻博士前期課程修了）

■所属 　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 公衆衛生学分野　助教

●2006年 武庫川女子大学 生活環境学部 食物栄養学科卒業
● 2008年    武庫川女子大学 大学院生活環境学研究科 

食物栄養学専攻博士前期課程修了
● 2012年   大阪大学大学院医学系研究科 

予防環境医学専攻博士後期課程修了
●  ～2020年9月 大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学 特任助教

多田　美晴　Miharu Tada（2016年 音楽学部専攻科修了）

■所属 　ドイツ国立ミュンスター音楽大学修士課程在学中

●2015年　音楽学部 演奏学科卒業
●2016年　音楽学部 専攻科修了
●2017年　ドイツ国立ミュンスター音楽大学 Zertifi katsstudienjahr課程修了

所属（職位）

所属（職位）

学　歴

大学在学中から海外研修や、マスタークラスに
積極的に参加し、クラシック音楽の本場であるヨー
ロッパで勉強する事に興味を持ち、専攻科修了後
2016年秋にドイツへ渡りました。現在は修士課程
に在学しており、ピアノソロだけでなく室内楽やフォ
ルテピアノの演奏法も学んでいます。2019年イタリ

アのローヴェレで開催されたタディーニ国際音楽コ
ンクールにて1位を受賞致しました。 2019年ピアノ、
ヴァイオリン、チェロによる “Trio Resonanz〟 を
結成し演奏活動を行なっています。聴いてくださる
方々に感動を届けられるような演奏家を目指して、
これからも演奏活動を続けていきたいと思います。

現在の仕事について

私は、食事に興味があり、体に良い食生活を身
に付けたく、管理栄養士養成校へ進学しました。
様々な講義を通して、「人が生きるには食べること
がとても大事であり、体は食べ物によって作られて
いる」ことを再認識することとなり、特に食生活な
どの生活習慣が病気を引き起こすことを予防する
学問である公衆衛生学に深く興味を持ちました。
そのため、博士後期課程は、生活習慣病予防に関
する研究を行っている大阪大学の公衆衛生学教室
に入門し、博士号取得後、約8年にわたって、同

教室にて生活習慣病予防に関する研究に携わって
きました。2017年度からは、武庫川女子大学短期
大学部食生活学科にて、自身が専門とする公衆衛
生学の非常勤講師をしています。私にとって、大学
での講義は楽しく充実した時間であったため、担
当する公衆衛生学が楽しく興味深い講義時間であ
り、一人でも多くの学生が自身または家族の生活
習慣を見直すきっかけになることを願い、授業に
取り組んでいます。

現在の仕事について

学　歴
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卒業生プロフィール（五十音順、敬称略）

横井　利佳子　Rikako Yokoi（2011年 文学部教育学科卒業）

■所属 　楽天株式会社勤務

● 2010年　  セントラル・ランカシャー大学
インターナショナル・ビジネス・コミュニケーション学科卒業

●2011年　武庫川女子大学 文学部教育学科卒業
●2012年　ロンドン大学 応用言語教育学科修士課程修了

吉本　瑠巳　Rumi Yoshimoto（2010年 文学部日本語日本文学科卒業）

■所属 　富士ゼロックス兵庫株式会社勤務

■学歴 　●2006年4月－ 2010年3月　卒業
 　●2010年4月　富士ゼロックス兵庫株式会社　就職
 　●2016年5月－ 2019年9月　海外業務研修生(富士ゼロックス株式会社出向)
  約2年間　ベトナム　ホーチミン にて勤務
  約1年間　東京にて勤務
 　●2019年10月 富士ゼロックス兵庫株式会社に戻り、現在に至る

所属（職位）

所属（職位）

学　歴

  富士ゼロックス兵庫（株）では、兵庫県内のお客
様に、複合機など各種情報機器の販売・保守サー
ビスおよびシステム・サービスの提供をしています。
現在の所属部門では、富士ゼロックス製の機械を
販売している特約店の販売促進、協業による拡販
に努めています。いわゆる「営業」の仕事をしてい
ます。就活中に、「営業はしんどい、事務でいい」
というような会話がありました。10年前と今も就活
生が想像していることは一緒ですか？私自身は就
職や仕事に対して経験したこと のないことだった

ので、固定概念やこだわりはそこまで強くなかった
と思います。ただ、それとは別に、20代では〇〇
をしていたい、XXを達成していたい、40代には□
□な自分でいたい等というだいたいの自分像を置
いて、かっこよく言うとマイルストーンのようなもの
は強く持っていました。30代の今、一般企業での
働き方と同時に自分の好きな、やりたいことをさせ
てもらえた私の経験とこれからを共有できたらと
思います。

現在の仕事について

2013年に新卒で楽天に入社し、楽天市場の
ECコンサルタント、無料通話＆メッセージアプリ 

「Viber」のマーケティング、フリマアプリ「ラクマ」
の台湾でのサービス立ち上げの業務を経て、現在
は日本のラクマでブランディングとウェブディレクショ
ンの仕事をしています。私のチームのミッションは、
お客様がラクマのブランドファンになった理由や経
過を明らかにし、ラクマファン獲得のための戦略

を策定し実行することです。一貫したイメージを訴
求するためのコミュニケーション設計やクリエイティ
ブ制作も実施し、お客様がラクマブランドを認知
し信頼関係の構築に繋げるための取り組みをして
います。また、マネージャーとしてメンバーの育成、
チームとして成果を出すための方法を日々試行錯
誤しながら業務を遂行しています。

現在の仕事について

学　歴
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武庫川女子大学卒業生座談会
令和２年10月31日

⃝司会者（福尾） 皆さん、こんにちは。
それでは、ただいまから会を始めさせてい
ただきたいと思います。

今日はたくさんの方にご参加いただきま
してありがとうございます。本日は、「世
界で活躍する武庫女卒業生－新たな挑戦
－」ということで、座談会形式で開催させ
ていただきますが、まず今回の趣旨につい
て簡単に私のほうから説明させていただき
たいと思います。

この会は昨年度、奈良女子大学が代表校
となって採択された「文部科学省の科学技
術人材育成費補助事業のダイバーシティ研
究環境実現イニシアティブ（牽引型）」の
事業の一環で実施しています。本事業は、
奈良女子大学と奈良工業高等専門学校、そ
れから本学の３機関に加えまして、株式会
社プロアシスト、帝人フロンティア株式会
社、佐藤薬品工業株式会社の３つの企業が
参加しています。2024年度までの６年間
として取り組んでいます。

具体的には、女性研究者の支援を中心に
大学教員の研究環境を整備するということ
で、訪問型の病児、病後児保育システムの
新規構築や、女性管理職の採用率向上な

ど、さまざまな取組を現在やっております。
本日は、社会で活躍する卒業生の方々か

らいろんなロールモデルを提示いただき、
女性が社会で活躍する上での課題につい
て、皆さんと一緒に考えていくと共に、若
い方、あるいは学生さんが自分の目標を見
つけられ、様々な気づきを感じていただけ
るような機会になればと思っています。

それでは本日の簡単なスケジュールを説
明します。

この後、４人の卒業生の皆さんそれぞれ
からの発表があり、質疑応答があります。
その後２時半頃から参加者の皆さんからご
質問を受け付けたいと考えておりますので、
よろしくお願いいたします。

それでは、私のほうから本日発表いただ
く４人の方をごく簡単に、皆さん方のお手
元にもありますプロフィールにそって、紹
介させていただきます。

まず最初に、絹田皆子さんです。2008
年食物栄養学専攻の博士前期課程を修了さ
れて、現在は岡山大学の大学院、医歯薬学
総合研究科の公衆衛生学分野の助教をされ
ております。本学卒業後、公衆衛生を勉強
したいということで大阪大学の公衆衛生学
教室で博士課程を修了された後、８年間そ
こで生活習慣病に関する研究に携わってこ
られました。現在は、本学での非常勤講師
も勤めておられます。

２人目は、多田美晴さんです。2016年
音楽学部専攻科を修了されて、現在ドイツ
国立ミュンスター音楽大学の修士課程在学
中で、本日はドイツから参加いただいてい
ます。在学中から海外の研修に積極的に参
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加されており、ドイツに渡られてからはピ
アノソロだけでなく様々な演奏活動をされ
ており、ヨーロッパのコンクールで１位を
受賞されたという経歴を持っておられます。

３人目は横井利佳子さんです。2011年
文学部教育学科を卒業されて、現在は楽天
株式会社に勤務されております。ロンドン
大学応用言語教育学科修士課程を修了さ
れ、楽天に入られてからは、楽天市場での
ECコンサルタント、台湾でのサービス立
ち上げ等の業務を経て、現在はマネジャー
としてメンバーを仕切っておられます。

４人目は、吉本瑠巳さんで、2010年文
学部日本語日本文学科を卒業され、現在、
富士ゼロックスの兵庫株式会社に勤務して
おられます。海外業務研修生としてベトナ
ムのホーチミンに２年間行かれたことがあ
るということです。吉本さんは、様々な目
標を20代、30代といったように立ててお
られ、その間様々なことを実現されている
と聞いています。

今日は、分野の異なる方々のお話しを学
生の方々にも聞いていただき、ぜひ自分の
将来設計や色々な目標を探しながら考える
機会を持っていただきたいと思います。

それでは、ファシリテーターの女性活躍
総合研究所の研究所長、高橋先生に代わり
たいと思います。高橋先生、よろしくお願
いします。
⃝高橋所長 皆さん、こんにちは。本日、
ファシリテーターを務めさせていただきま
す、女性活躍総合研究所の高橋です。どう
ぞよろしくお願いいたします。

それでは早速ですが、４人の皆様から現

在の状況と、プロフィールを織り交ぜなが
ら、時間にして５分程度でご説明をお願い
したいと思っております。

それでは、絹田さんから順番にお願いで
きますでしょうか。

⃝講師（絹田） ご紹介ありがとうござい
ます。岡山大学の絹田と申します。今日は
このような貴重な場にお招きいただきまし
てありがとうございました。この場をお借
りしまして、これまでもお世話になりまし
た諸先生方へ感謝の意を伝えるとともに、
これから社会へ羽ばたく皆様のお力になれ
ばと願いながら自己紹介を始めさせていた
だきます。

私の名前は絹田皆子と申します。私は、
尼崎市で生まれ育ちました。学生時代も尼
崎市から通っていましたので、大学４年生
の国家試験前は電車を待つ時間ですら惜し
くなり、自転車でドア・トゥー・ドアの学
生生活を送った時期もありました。

今は神戸市内で夫と３歳の長女と、あと
７か月の長男の４人で住んでいます。夫を
始め、３人の協力のおかげで、この10月
から育休復帰と同時に前所属先である大阪
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大学公衆衛生学から岡山大学公衆衛生学分
野に異動しまして、毎日新幹線で通勤して
います。武庫川女子大学を卒業してから今
の岡山大学に勤めるまでの経歴について
は、最後に触れさせていただきます。

それでは、早速ですが、私が行っている
大学での仕事についてお話します。

大学教員の仕事は学生への指導をはじめ
様々ありますが、その中でも２つの仕事に
ついて私が今行っている内容をお話ししま
す。

まず学生への指導です。2017年９月か
ら本学短期大学の公衆衛生学の講義におい
て非常勤講師をさせていただいています。
本学での講義が私の初めての学生への講義
でしたので、とても緊張したことを昨日の
ことのように覚えています。

実は私は学生時代、公衆衛生学がとても
苦手な講義だったのですが、それを担当す
ることになるということは何らかの意味や
理由があると感じまして、１人でも多くの
学生に公衆衛生学って楽しいと思っていた
だけるような授業にしようという思いで今
年も授業をさせていただいております。

そして、この10月からは岡山大学医学
部の３年生の実習において公衆衛生学分野
配属となった３名の学生の指導を担当して
います。

次に専門分野の研究についてです。私の
専門分野は公衆衛生・予防医学です。公衆
衛生という言葉は聞き慣れないかと思いま
すが、公衆衛生とは英語で訳すとパブリッ
クヘルスといいまして、パブリックは人々
や集団、そしてヘルスは保健や健康と訳

します。漢字から意味を考えると公衆は
人々、衛生は生命の生を守る、人の命を守
ると読める字で成り立っています。つまり、
疾病を予防し、人々の健康を維持増進させ
る学問が公衆衛生です。

そして医学的に健康の維持増進のための
予防、探求する予防医学も専門としていま
す。

私の現在の研究テーマは、生活習慣から
なる予防可能な高血圧や糖尿病などの循環
器病にならないために、研究者として貢献
したいという思いから循環器病と生活習慣
についての研究をしています。

主に、学童期を対象として将来、その子
供たちが早い段階から高血圧、糖尿病など
の循環器病にならないように、どのような
生活習慣が良くて悪いのかについて研究を
しています。

それでは自己紹介最後となりますが、武
庫川女子大学卒業後から現在に至るまでの
経歴についてお話します。本学学部卒業
後、修士課程は武庫川女子大学大学院を修
了し、博士課程は前職の所属先である大阪
大学公衆衛生学を修了しまして医学博士を
取得しました。その後、同教室において特
任研究員、そして特任助教として循環器予
防に関する研究に従事し、研究のノウハウ
をたくさん学ばせていただきました。

現在は、岡山大学公衆衛生学分野の助教
として、これまでの経験を活かしながら研
究と教育に励んでおります。

以上で私の自己紹介を終わります。本日
はどうぞよろしくお願いいたします。
⃝高橋所長 絹田さん、どうもありがとう

7



ございます。
私は同じ学科でしたので、学生時代から

よく覚えている卒業生で、今、公私共に充
実した日々を送っていらっしゃると思いま
す。後でもお聞きしたいと思いますが、幾
度かターニングポイントがあったように伺っ
ております。

それでは現在ドイツの大学院に在学中
で、大活躍しておられる多田さんにお話を
お伺いしたいと思います。多田さん、朝早
くからありがとうございます。どうぞよろ
しくお願いいたします。

⃝講師（多田） はじめまして、多田美晴
と申します。本日はこのような機会を与え
ていただきましてありがとうございます。

現在朝の５時でして、まだ頭も声も正直
起きていませんので、お聞き苦しい点もあ
るかと思いますが、頑張ってお話いたしま
すのでよろしくお願いいたします。

私は2015年に音楽学部演奏学科を卒業
いたしまして、2016年に音楽学科専攻科
を修了いたしました。その後ドイツに渡り
まして現在はドイツの音楽大学で学んでお
ります。

大学在学中の取組につきましては、個人
レッスンやコンサート、コンクールへの参
加、また海外研修への参加という３つを私
はとても大切にしていました。

個人レッスンでは先生との１対１のレッ
スンで演奏技法を高め、音楽表現を深めま
した。学内ではオーディションや試験の成
績によって学内演奏やコンサート、オーケ
ストラとの共演ができる機会を与えていた
だきました。また、卒業時には井上直幸記
念音楽賞を受賞いたしまして、各新人演奏
会に推薦していただきました。学外でも、
積極的にコンクールやコンサートに出演い
たしまして第８回神戸新人音楽賞コンクー
ル優秀賞受賞、第２回東京国際ピアノコン
クールにて第４位を受賞いたしました。

音楽学部では、長期休暇中にイタリアや
ドイツでの海外研修がありまして、私も参
加させていただきました。またオーディ
ションを経てアメリカのボールステイト大
学との短期交換入学プログラムにも参加い
たしました。海外の経験はとても私にとっ
て刺激となりまして、音楽表現の幅を広げ
るきっかけともなりました。

海外での経験により、留学への憧れも強
くなりました。そして、専攻科修了と同時
に2016年、ドイツへ渡りましてドイツ国
立ミュンスター音楽大学に入学いたしまし
た。

2017年 に ミ ュ ン ス タ ー 音 楽 大 学 の
Zertifi katsstudienjahr 課程を修了いたし
まして、2018年からはミュンスター音楽
大学の修士課程で学んでおります。

ミュンスターはドイツの北西部に位置し
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ておりまして、オランダの国境近くにある
町です。そして中世の面影を残す素敵な街
並みとなっております。

ドイツでも日本と同様、ピアノの個人
レッスンや室内楽のレッスン、またフォル
テピアノのレッスンというものがあります。
フォルテピアノとは現在のピアノができる
前のピアノで、ミュンスター音楽大学には
20台ほどフォルテピアノがあります。ベー
トーベンやショパンやブラームスなどの大
作曲家たちが使用していたものと同じモデ
ルのフォルテピアノを使い、演奏技法を学
んだり作曲家の意図していたものを探求し
たりしております。

試演会では、月に２、３回門下生が集ま
りお互いの演奏を聞き合い、意見交換した
りして、互いに高め合っております。

また、コンサートやコンクールにも積極
的に参加しまして、昨年はタディー二国際
音楽コンクールで１位を受賞いたしました。

2019年 に は、バ イ オ リ ン と チ ェ ロ の
ピ ア ノ に よ る Resonanz Trio を 結 成 い
た し ま し た。そ し て、同 じ く2019年 に
Erpenbach Classicという音楽事務所と契
約をいたしまして、現在演奏活動をしてお
ります。

以上です。ありがとうございました。
⃝高橋所長 ありがとうございました。

多田さん、もう本当に充実したお話です
ね。ドイツの良い街並みでお過ごしで、大
学院でレッスンをしながら演奏活動や今の
事務所との契約など、本当にヨーロッパで
のご活躍が伝わってきました。ありがとう
ございます。

後ほどまたお話をお伺いしたいと思いま
す。よろしくお願いします。

それでは続きまして、横井さん、お願い
いたします。

⃝講師（横井） では早速自己紹介させて
いただきます。2011年に教育学科を卒業
した横井利佳子と申します。出身地は大阪
です。今は仕事で東京に住んでいます。

附属中学校から武庫川に通っていて、大
学は武庫川以外にも交換留学プログラムで
大学から行かせていただいたセントラルラ
ンカシャー大学も卒業しています。その後、
ロンドンにあるロンドン大学の修士課程も
修了しました。

現在は、楽天株式会社に勤めていますが、
主な仕事としてはフリマアプリラクマでブ
ランディングとウェブディレクションのマ
ネジャーをしています。

ここから詳しく紹介させていただきま
す。写真も幾つか用意してきましたのでご
覧いただければと思います。

まず2007年から11年まで武庫川女子大
学とセントラルランカシャー大学で過ごし
ましたが、武庫川女子大学では教育学科で
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小学校教育や英語教育について勉強しまし
た。小学校と中学校の英語教員免許を取得
しています。

在学中に交換留学生としてセントラルラ
ンカシャー大学というイギリスの北部にあ
る大学に留学していたのですが、そこでは
ビジネスについて学び、学位も取得してい
ます。

これが小学校の教育実習に行ったときの
写真です。こちらが附属高校で英語の実習
をしたときの様子になります。これがイギ
リスの大学での卒業式の写真ですが、こう
いった形で世界中から学生が勉強しに来て
いたので、いろんな言語や文化のバックグ
ラウンドの学生と一緒に１年間過ごすこと
ができました。

その後、ロンドン大学に2011年から行
きました。ロンドン大学では応用言語教育
学科で言語学や、言語習得法について勉強
しました。それに加え、実践的に現地の小
学生や大学生に日本語や日本文化を教える
ということを実践しました。

イギリスにジャパンソサエティという附
属高校の上田元校長に紹介していただいた
ＮＰＯ法人があるのですが、ロンドン大学
在学中にそちらでインターン生として日英
交流イベントの開催や、あとは大使館や宮
殿のパーティに出席させていただくという
経験もしました。

これが現地の小学生に日本文化を教えた
ときの様子です。新聞紙を使って兜を作る
という、楽しみながら日本文化に触れあう
ことを意識した授業を実施しました。

これが大学院を修了した卒業式の写真で

す。イギリスの大学院は１年間で修士号を
取得できるので、かなり大変な１年ではあ
りましたが、無事に修了することができま
した。

その後、アメリカのボストンで開催され
ているボストンキャリアフォーラムという
バイリンガル向けのキャリアフォーラムが
ありまして、そこで楽天に内定をいただき、
2013年に楽天に入社しました。楽天に入
社してからは、１年目は楽天市場に出店さ
れている店舗様のコンサルティング業務を
国内でやりまして、その後、Viber（バイ
バー）やラクマというサービスを担当し、
イスラエルやロンドン、また台湾と色々な
国に海外出張で行き、海外のチームと一緒
に働く経験をさせていただきました。

これが台湾でのＰＲイベントの様子です
が、このときは毎月半分以上を台湾で過ご
すといったような形で仕事をしている時期
でした。

こちらは、部署のみんなで二子玉川の川
沿いでバーベキューをしたときの写真で
す。右奥に映っているのが楽天の本社に
なります。仕事仲間とプライベートもこう
いった形で、みんなで楽しい生活を送って
います。

私の自己紹介は以上になります。皆さ
ん、本日はどうぞよろしくお願いします。
⃝高橋所長 ありがとうございます。横井
さん、ダブルディグリーを取られたという
ことですよね。
⃝講師（横井） はい、そうです。
⃝高橋所長 ロンドンに行かれて、そして
修士をご卒業されて楽天に就職ということ
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で、本当に充実した日々をお過ごしという
ことが伺えました。また、世界で活躍する
卒業生の代表という感じもいたしますので、
いろいろとお話を聞かせていただきたいと
思います。よろしくお願いいたします。
⃝講師（横井） よろしくお願いします。
⃝高橋所長 それではお待たせしました。
吉本さん、早速ですがお話聞かせていただ
けますでしょうか。

⃝講師（吉本） こんにちは。富士ゼロッ
クス兵庫の吉本と申します。よろしくお願
いいたします。

私、自分のことを消極的に言うことはあ
まりないのですが、先の３名の方がすご過
ぎて、私の自己紹介やこれからの経歴がも
のすごく普通なので、びっくりされるかな
とちょっと思っています。でも、自己紹介
します。よろしくお願いします。

吉本瑠巳と申します。2006年４月から
2010年３月まで在学しておりました。そ
こから富士ゼロックス兵庫という、富士ゼ
ロックスのメーカーの販売会社が各都道府
県にありまして、そこの兵庫の会社に現在
も勤めております。

2016年の５月から2019年の９月まで会
社の海外業務研修生として私は２年間ベト
ナムにおりました。その後、１年間東京と
千葉で勤務しておりました。2019年10月
から兵庫県に戻ってきまして、今に至ります。

入社したときからずっと営業職をしてお
りまして、ベトナムや東京でも少し役職に
就いたりなど業務内容は変わりましたが、
コピー機やパソコンのシステム関係のもの
を販売する営業職というのは変わらず続け
ています。

プチ情報、自己紹介のレベルが低過ぎて
申し訳ないのですが、４月24日生まれの
おうし座、Ｂ型。正確は明るくて活発、こ
れは皆さん共通されるんじゃないかなと思
います。神戸生まれの神戸育ちで、相方と
書いていますが、結婚するのですが、その
人が外国人です。旅行好きで、写真に載せ
ていますが、これはベトナムの田舎の景色
で、トレッキングとかハイキングとか山登
りみたいな形で２、３日かけてテントに泊
まったときにすごいいい景色があったので
写真に残しています。

自己紹介に旅行好きと書いていますが、
大学生の頃は旅行だけではなく、何か違う
海外との関わり方をしたいなと思い、大学
で日本語を教えたり、日本で働いている外
国人の方にボランティアで教えたり、カン
ボジアでスタディツアーというものに参加
したり、短期留学だったりと、大学のとき
にはいろんな海外との関わり方、ポイント
ではなくてもう少し深く関われるような機
会を作るように心掛けました。

そのときの写真を見ながら振り返り、何
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が今に生きているか、自分を形成している
かと考えると、海外に行き、いろんな人や
いろんな文化を持った人と話をすると、ア
ドリブが強くなると思いました。

例えば海外に行ったり、韓国の大学に
行って日本語を教えたりするときに、日本
人代表で何か一言言ってくださいとか、一
発芸をしてくださいと言われる事があった
ので、度胸というとちょっと根性みたいな
感じに聞こえるかもしれませんが、アドリ
ブや、人前で発表するときに、そこまで緊
張を見せずに発表できるようになったこと
が大学時代に学んだことだと思いました。
簡単ですが、私の自己紹介は以上です。
⃝高橋所長 ありがとうございます。すば
らしい経験をたくさんされていて、日本語
というものを介して海外の方と接点を持た
れているというところが、やはり日文学科
を出られたという特徴が出ていて、また後
でお話をお聞かせいただきたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。

それでは、皆さんのプロフィールをお聞
かせいただきましたので、少し視点を変え
て質問させていただいて、皆さんからのい
ろんな体験、あるいは思っておられること
を引き出していきたいと思っております。

それでは、まず皆さんにとってターニン
グポイントはどこになるかというのを簡単
でいいですので、教えていただけますでしょ
うか。今日は学生の方もたくさん参加され
ております。ポイントに気が付かれてない
学生もいると思いますので、今後のために
も教えていただきたいと思います。

多田さん、お願いします。

⃝講師（多田） 私の個人レッスンの担当
をしてくださっていた中村伸吾先生との出
会いが私のターニングポイントとなりまし
た。大学１回生の頃、私の指の力がまだ少
し弱くて、それを改善するために打鍵方法
など１から教えていただきました。

もともと先生も学生時代にドイツで学ば
れていて、そんな先生の細かい指導のもと
勉強しているうちに私もドイツ音楽にだん
だん興味を持ち始めました。

私が在学中、音楽学部では毎年夏休みに
イタリアでの講習会に参加するための海外
研修があり、私も大学２回生の頃、先生に
勧められまして参加することに決めまし
た。それが私の初めてのヨーロッパ滞在で、
海外でのレッスンやコンサート、日本では
耳にすることのない教会の鐘の音色や、本
場ヨーロッパの景色に触れることで作曲家
がより身近に感じることができまして、そ
ういう環境で私も学びたいという気持ちが
強くなりました。
⃝高橋所長 そうすると、そのときからや
はりドイツとは縁があったということでしょ
うね。やっぱり中村先生との出会いでドイ
ツ音楽に魅力を感じられて、そしてヨーロッ
パに行かれて、ヨーロッパの街並みに魅了
されたといういきさつですよね。出会いと
いうことですよね。ありがとうございます。

それでは横井さん、いかがでしょうか。
横井さんのターニングポイントは。

⃝講師（横井） そうですね。ターニング
ポイントはロンドン大学で大学院生活を過
ごしたことかなと思っています。

ロンドン大学が世界中の100か国以上か
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ら学生が来ているような大学で、その中で
様々な言語や文化の学生と一緒に過ごせた
ことが私自身の視野を広げることにつな
がったのではないかなと思っています。

そのきっかけになったのが、大学の交換
留学制度なのですが、先ほど自己紹介でも
紹介させていただいたのですが、セントラ
ルランカシャー大学留学中に山﨑洋子先生
からご紹介していただいたロイ・ロウ先生
が、ロンドン大学の大学院に進学を勧めて
くださいました。そのときは、本当は自分
が大学院に行くということは考えてもな
かったのですが、元学長の糸魚川先生や、
西尾先生にも後押しいただいて、海外で
もっと新しいことにチャレンジしたいとい
う気持ちから大学院に進学することを決断
しました。

ロンドン大学の大学院が始まるまでは、
武庫川の大学院に入学させていただいて、
山﨑先生の研究室にお世話になったのです
が、先生の厳しいご指導のおかげでロンド
ン大学では毎日レポート課題やリーディン
グに追われる日々だったのですが、無事に
１年をやり過ごすことができて修了するこ
とができたと思います。

大学院を修了したことで、すごく自分の
自信にもなりましたし、先生方がいいご縁
をつなげてくださったことや日本にいたら
出会えなかった人たちとロンドンで出会え
たことが私の人生が変わったターニングポ
イントかなと思っています。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

やはり最初のダブルディグリーを取られ
たセントラルランカシャー大学がスタート

で、そして山﨑先生、糸魚川先生、西尾先
生のアドバイスや後押しがあってロンドン
大学に進学され、それがターニングポイン
トになったという今のお話でしたが、やは
りロンドン大学に入学されて、そしてそこ
を卒業されたという大きな山を乗り越えら
れたというところが横井さんの大きなポイ
ントというふうに理解させていただきまし
た。ありがとうございます。
⃝講師（横井） ありがとうございます。
⃝高橋所長 それでは吉本さん、いかがで
しょうか。ターニングポイントをお話して
いただけますか。
⃝講師（吉本） ターニングポイントが３
つあります。１つ目が海外業務制度に会社
の同期が受かったときです。こういう研修
制度があるというのをそもそも私は知らな
くて、海外で働きたい、海外に住みたいと
思いながら見ていたのは、例えば青年〇○
や、ボランティア〇○、海外留学しか見て
いなくて、会社にあるということを全く知
らなかったときに、はっと気づかされました。

その気づきですが、ずっと会社にいる気
もそのときは正直なくて、30代になった
ときには違うことをしていたいなと思って
いたので、どうしようかな、会社に乗っか
ろうか、乗っからないかという選択を、日
文の上田先生に相談したことが、２つ目の
ターニングポイントです。「誰も受かった
なんて言ってないし、家賃や保険について
分かっているのか」、「分からないのではな
いか」と言われました。

どういう事かというと、ずっと実家に住
んでいまして家賃のことも分からないし、
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保険のことも分からないし、箱入り娘といっ
たらちょっと大げさですが、そういう社会
人が知っているようなことを何も分かって
いなくて、どこかに乗っかっていつも過ご
してきたので、「そんなことも会社ならやっ
てくれるし、あなたが海外でやりたいと思っ
ていることをやらせてくれるんじゃないの。」

「ほかの考えがないならそれに乗っかった
らいいんじゃないですか。」と言われたと
きに、なるほどなと思いました。

最後にもう１つは、親が病気したときに
やっぱり近くにいてあげたいな、これから
一緒に過ごす時間も限られているし、寂し
いと思ったので、それも１つのターニング
ポイントかなと思いました。以上です。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

後押しをされた恩師の上田先生と、そし
てそのときに判断された吉本さん、すばら
しいターニングポイントだと思います。ま
た後で聞かせてください。

それでは絹田さん、ターニングポイント
教えてください。
⃝講師（絹田） 私のターニングポイント
は幾つかあると、高橋先生がおっしゃって
くださったように思います。一番大きな
ターニングポイントは、今机に向かい、教
科書を開いて勉学に一直線の道を歩んでい
ますが、私はもともと３歳の頃からクラシッ
クバレエをずっとしておりまして、クラシッ
クバレエだけをしている中学、高校時代で
した。

将来はバレリーナになろうという思いで、
中学３年生のときに宝塚音楽学校を受験し
ようと決意しました。丸１年間かけて必死

で宝塚受験に専念し、頑張っていたのです
が、皆さんご承知のとおり今ここにいると
いう時点でもう違うのですが、１年間本当
に必死に頑張り、やり終えたということで、
いざこれから大学に進むのか、バレリーナ
になるのかと選択したときに、あ、私勉強
しようというふうに切り替えることができ
ました。

もうこれからは勉強しようと切り替えて
から実際何の仕事に就くのかということを
考えたときに、中学時代に私自身がダイ
エットに失敗した経験もありましたし、バ
レリーナたちが厳しい食事管理をしている
ということも知っていましたので、食べる
ことが好きという本来の私の趣味でもある
のですが、そういったところも楽しみなが
ら、いかに体を大切にできるかということ
を考えていきたいなという思いに至りまし
て、管理栄養士の大学を目指すことにしま
した。

もう本当に今まで全然勉強していなかっ
た私が勉強することになったので、本当に
武庫川女子大学に受かるのかなと思ってい
たのですが、幸いにも武庫川女子大学に進
学することができました。入学した当時は
バレリーナのためのスポーツ栄養士を目指
していたのですが、いろいろな授業を受け
ていく中で、やはり、食べるということは、
当たり前の行動なのですが、その食べ方に
よって体はよくなったり悪くなったりする
という、人間栄養学といいますか、体は食
べ物によってできているということを再確
認し、実感することができたので、それを
いろんな人に伝えながら、少しでも多くの
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人が健康な人生を送ってほしいという思い
も強くなり、今の公衆衛生の道に進ませて
いただいております。
⃝高橋所長 ありがとうございます。びっ
くりしました。宝塚歌劇団を目指していた
方が、今、公衆衛生学の教員になってらっ
しゃるということが、幸か不幸か宝塚を落
ちられたことがターニングポイントという
ふうに理解いたしましたが、それでよろし
いでしょうかね。
⃝講師（絹田） そうですね。そのときに
一生懸命頑張って乗り越えたというのが大
きかったかと思います。
⃝高橋所長 はい、ありがとうございます。

皆さんのターニングポイント、人それぞ
れで、でも本当に武庫川女子大学が関わっ
ていたり、あるいはいろんな方の後押しが
あったりということで、大変楽しく聞かせ
ていただきました。

それでは次の質問に移らせていただきま
す。武庫川女子大学をご卒業されたという
ことで、学部時代は女子大学で学ばれたと
いうことですが、その女子大学で学ばれた
ことが今現在までの間で効果的といいます
か、とても生かされたという面と、大変苦
労したという面とがあるかと思うのですが、
何か印象的なことがありましたらお話いた
だきたいと思います。

女子大学で学ばれたというところが、皆
さん共通のところだと思いますので、お願
いしたいと思います。横井さんからお願い
いたします。
⃝講師（横井） そうですね。女子大学で
学んだことは、私にとってはすごくプラス

だったと思っています。今は女性の社会進
出というのが当たり前になっていると思い
ますが、女性だけの環境、女子大で過ごし
たことで自分自身が自立した女性になるた
めのキャリアプランというものを考えられ
るようになったのではないかなと思ってい
ます。

特に女性は、結婚などのライフイベント
がある中で、女性として社会に貢献し続け
られるキャリアプランというのはどういう
ものなのかということを特に最近よく考え
るのですが、武庫川女子大学で過ごしたこ
とで、社会に出ても動じない人間に成長す
ることができたため、女子大で学んだこと
はプラスだったと思います。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

横井さん、それでは苦労されたことって
ないですか。
⃝講師（横井） 苦労は、そうですね。女
子大に行ったことで苦労したということは
ないですね。大学院や会社でも男女半々ぐ
らいの環境ですが、特に女子大、女子だけ
の環境で過ごしたことで苦労したというこ
とはないと思います。

むしろ女性だけの環境で過ごしたことで、
すごく強くなったというか、自分をしっか
り持てるようになった気がします。
⃝高橋所長 最初おっしゃっていただいた
ように、自立したというところでは、今、
武庫川女子大学も学生時代に自立を目指し
てもらいたいという教育理念を打ち立てて
いますので、そういうお言葉を聞きますと
卒業生が頼もしく巣立っていっていると、
しっかり大学の方針に沿って学んでいただ
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いたなというのが感じられます。ありがと
うございます。それでは吉本さん、いかが
ですか。
⃝講師（吉本） 非常によかったと思う面
は、こういう機会もそうだと思いますが、
何かと行事がいろいろあって、自分に興味
があるものともちろんないものがあるとは
思うのですが、大学の授業も色々あったと
思います。

大学時代に中国語を取っていて面白かっ
たのですが、大学卒業後に社会人になって
勉強しようと思うと、ＮＨＫの中国語講座
を受講しても月に３、４万円かかるので、
授業はいっぱい取っておいて損することは
ないなと思いました。

どうかなと思ったことはそこまでないの
ですが、私自身大学時代に恋愛をした覚え
がなくて、男女がいたらもうちょっと刺激
的なこともあったのではないかなと思いま
す。以上です。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

女子大学ですので、出会いはやはり少な
いということになるかと思いますけども、
一生懸命学生時代にいろんな行事やイベン
トに参加されて、語学もたくさん学ばれた
というのが伺えました。ありがとうござい
ます。

それでは絹田さん、いかがですか。
⃝講師（絹田） 私も女子大で学んだとい
うのはプラスだったと思っています。

私自身、中学、高校も女子高だったので、
女子だけの環境というのは慣れていたので
すが、管理栄養士という職種が特に女性の
方が多く就く職種ということもあるので、

同性である仲間が管理栄養士としてこの先
どういう就職先や進学を考えているのかと
いうことを、日常的に話す機会が多い環境
や、将来についてのイメージがしやすいな
ど、時には刺激になったこともあったので、
プラスであったと思っています。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

絹田さんが学ばれました学科は特に女子
大学に開設しているところが多いというの
も本学に入学してこられた要因かと思いま
すが、やはり同じ女性がどういうふうなキャ
リアデザインを描いていくかというところ
でも、心強かったのではないかと思います。
ありがとうございます。

それでは多田さん、いかがでしょうか。
⃝講師（多田） 音楽は実力の世界なので、
女性とか男性とかは正直あまり関係なく、
もちろん女性らしい演奏とか男性らしい演
奏ということはありますが、それは個性と
して捉えていますので、女子大学で学んだ
ことが特に私のキャリアの中でプラスであ
るということはあまり感じたことはありま
せん。
⃝高橋所長 ということは、もう本当に実
力の世界だということですよね。音楽は本
当に個人個人の実力の中で競い合って、そ
してコラボレーションしていかれると。お
互いに優れたもの同士で組み合わせて、今
も組んでいらっしゃいますけれども、そう
いうところでご自分の力を発揮できるとい
うことでしょうか。ありがとうございます。

女子大学で今、学んでいる学生にとって
も４人の皆さんからのアドバイスやお話は
心強かったと思います。
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もちろん男女共学と女子大学で何か違う
かというと、やはりそこに自立していくと
か、同性の多くの先輩のロールモデルをす
ぐ近くで見られるというメリットもあるか
と思います。

それでは、次の質問に移らせていただき
ます。

４人の卒業生の皆さんのうち３人の方
は、海外での仕事や学生生活をご経験され
ているのですが、海外で活躍するためには
どんなスキルを持っていないといけないか
とか、何かポイントがあるかと思うのです
が、それをお話いただけますでしょうか。

絹田さんは国内でのご活躍ですので、３
人の方に質問させていただきます。

多田さんからお願いしてもよろしいです
か。
⃝講師（多田） はい。私がドイツに来て
感じたことは、日本人はとても礼儀正しく
て真面目できちんとしていて、それが日本
人らしさでとてもいいところですが、たま
にそれが裏目に出てしまうことがあります。

海外の方は、とても積極的で自分の意見
を言うのが上手で、良くも悪くも自己主張
が激しいのかなと私は感じています。私は
そういう面が欠けていて、今でもちょっと
シャイな部分が残っているのですが、海外
の人とコミュニケーションを取るにあたっ
て積極性と自分の意見をはっきり言うとい
うことはとても大切だと思っています。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

ということは本当にしっかりと意見を
持って、それを発信する力を持ってという
ことでしょうか。

⃝講師（多田） はい。
⃝高橋所長 相手の方に分かっていただく
ように、言葉で伝えるということが重要で
あるということですね。
⃝講師（多田） はい。
⃝高橋所長 横井さん、いかがでしょうか。
⃝講師（横井） 海外で仕事をして感じた
ことは、海外だけではないかもしれないの
ですが、コミュニケーション力がとても重
要だと、楽天での海外の仕事を通して思い
ました。これは職場だけではなくて友人関
係においてもそうだと思うのですが、人間
関係を作っていく上でコミュニケーション
はすごく大事だと思います。うまく相手と
コミュニケーションを取って、良い関係が
できれば、そこから新しいネットワークも
広がっていきますし、また新しい出会いも
あると思います。

そういったことで、私自身はしっかり相
手の話を聞くとか、伝えたいことを分かり
やすく伝えるということを普段から心掛け、
コミュニケーション力を磨く意識をしてい
て、コミュニケーションがしっかりとれる
と海外に関わらず日本でも活躍していくこ
とができるのではないかなと思っています。
⃝高橋所長 ありがとうございます。多田
さんの意見と共通しているような気がしま
すね。ですから、今横井さんがコミュニケー
ション力とおっしゃったのは、相手が求め
るものと、そして自分が伝えるものをいか
に分かりやすく伝えるか、間違えずに理解
していただくかというところだと思います
ので、そういう力をやはり持たないといけ
ないということですね。
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⃝講師（横井） はい、そう思います。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

それでは吉本さん、いかがでしょうか。
海外で活躍するためにはということで。
⃝講師（吉本） 前の方お２人が言ったこ
とも私はすごく重要だと思っています。

もう１つ、国内外で活躍していくために
は、“環境を選ぶ” というのは大切かなと
思いました。

海外に出るのも１つの選択でしょうし、
どこかで何かをするのも選択だと思うので
すが、海外で働いた後に戻ってきて、日本
にいる生活では経験したことを生かす場が
なくて、自分がやりたいと思うことがあれ
ば、自分で環境を変えて選んで進んでいく
ことが大事じゃないかなと思いました。

選択で、最近よく思うのが、日本人とい
うことは変えられないのですが、日本人っ
てすごいプロセスが大事で結果ももちろん
大事だと思うのですが、何をしたか、どう
やってしたかという過程をすごく見られま
す。逆に海外だと、結果だけしか見られな
い。例えば、どれだけチームのメンバーが
成果を出したかや、どれだけ離職率を上げ
ないで一緒に高まっていったかというのが、
違いとしてあるかなと思いました。

１つ、今写真を紹介したのですが、ベト
ナムで働いているときに、おそらく最大
12名ぐらいのメンバーと一緒にやっていて、
学生や卒業したばっかりの子たちで、機械
のことも何も分からないけれど、がむしゃ
らに頑張るような子たちでした。ただ怠け
るのも人一倍、嘘つくのも人一倍上手で、
ベトナム人からしたら日本人なんてすぐだ

ませると思っているので、だらだらするの
も好きにします。そのときには、環境を選
択するというのはおかしいかもしれないで
すが、日本だとメンバーと一緒に、例えば
コーヒーを10何人で飲むとか、時にはあ
るかもしれないのですが、ベトナムでは定
期的に朝ご飯や昼ご飯をみんなで持ち寄っ
て、一緒にくだらない時間を過ごすことで
みんなの士気が高まり、「しゃあないな、
また瑠巳が言うとるからやったろか」みた
いな形で動いてくれるというのは、日本と
はまたちょっと違った経験をしたなと思い
ました。以上です。
⃝高橋所長 ありがとうございます。ベト
ナムのチームの方は全員女性なんですね。
⃝講師（吉本） 時には男性もいたのです
が、やっぱりというかベトナム人は女性が
強くて働き者なので、男性よりも女性のほ
うがよく稼いできます。
⃝高橋所長 なるほど。そうですか。で
も、その今の吉本さんのお話を聞くと、や
はり横井さんや多田さんのお話と一緒でコ
ミュニケーション力につながるのでしょう
ね。一緒に食事をすることによって、吉本
さんの言われている業務をやらないといけ
ないという思いをベトナムの方が持ったと
いうことは、やはり発信と受け取る側の意
思の疎通がうまくいっているというふうに
理解しましたけれども、吉本さんのコミュ
ニケーション力だと思います。ありがとう
ございます。大変いいお話を聞かせていた
だきました。

今の３人の皆さんからのお話をまとめさ
せていただきますと、やはり海外で活躍し
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ていくということは、相手の国の方と意思
の疎通を図っていく。そのときは自分で発
信する力を持つ、そして分かりやすく向こ
うの方に理解していただけるような説明を
する必要がある。ということでまとめさせ
ていただきました。ありがとうございます。

それではまた質問を変えさせていただき
ます。

今日、35人ほどの方が参加していただ
いているのですが、学生の方もいらっしゃ
います。この学生の方に４人の皆さんから、
アドバイスをしていただきたいと思ってい
ます。

絹田さん、いかがでしょうか。学生の方
へのアドバイスをお願いします。
⃝講師（絹田） 今、学生時代に戻って皆
さんに伝えたいことは３つありまして、多
くの人の話を聞くということと、分からな
いことを知り、知ることの楽しみを知ると
いうこと、そして自分で考える力を身につ
けるということ、この３つを伝えたいと思
います。

といいますのも、今の私があるのは、学
生時代にたくさんの先生方や先輩方に将来
についての相談を聞いていただき、経験談
や仕事の内容などたくさん教えていただい
たからです。

今日のような、卒業生座談会もとても大
事な機会だと思います。聞かないと分から
ない世界はたくさんあると思いますので、
多くの人の話を聞いて選択肢を広げていた
だきたいと思います。

そして分からないことが分かるというの
は、本当にうれしいことだと思います。さ

らに先へ進むこともできるし理解も深まる
と思うので、自分は何が分からないのかと
いうことに気づき、それを知ることの楽し
みをたくさん経験してほしいと思います。

最後、自分で考える力を若いうちから身
につけておくことは大切だと感じる今日こ
の頃なのですが、教わることでばかり学ん
でいると自分で積極的に考えるということ
をしなくなりますので、疑問を持ったり、
こうしたら良いのではないかと、想像や理
想を描いたりなど、とにかく自分で考える
ことを意識してほしいと思います。以上で
す。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

いろんな方とお話をするということ。先
生だけではなくて、先輩であったりあるい
は同級生であったり、あるいは学外の方で
あったりという、絹田さんはそういうケー
スをたくさんお持ちだった、あるいはそう
いうふうにしていけばもっとよかったとい
うことですかね。
⃝講師（絹田） そうですね。たくさんの
人にいろんなお話を聞かせていただいた中
で、そこでもう少し疑問を持っていたら、
もしかしたら違う選択肢もあったのかもし
れないし、もう少し深めることもできたの
かもしれないなという反省もありながらも、
やはり先に進んでいくにも、何か分からな
いことをすぐに解決するということも授業
の中でできたらよかったと思いますので、
いろんな人の話を聞いて進んでいくという
のがすごく大事だと思います。
⃝高橋所長 心強いアドバイスをありがと
うございます。
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それでは音楽学部の学生からは多分憧れ
の先輩だと思います。多田さん、お願いし
ます。
⃝講師（多田） 私の周りでは就職活動を
する友人が大半で、その中でさらに音楽を
勉強しようとしていたことに正直後ろめた
さがありました。無意識に自分と他人を比
べてしまっていたからだと思います。

でも今思うと、あのときに夢を持って挑
戦したことは間違いなく今につながりまし
たし、夢が自分を成長させてくれました。

ですので、後輩の皆さんに伝えたいこと
は、他人と比べることなく自分の道を信じ
て目標を持ち真剣に取り組むということで
す。そして音楽に関していえば、練習はも
ちろんのことですが、私は人の演奏を聞く
ということも大切にしていました。学内演
奏会や学外でのコンサートなどでほかの人
の演奏を聞き、こういう表現方法があるの
だと、そこから学べることもすごく多くて、
今はＳＮＳが発達していますので、すぐに
聞きたい音楽が聴ける時代ですが、その場
にいないと感じることのできない表現や空
気感を、実際にホールで感じてもらって感
性を豊かにしていってもらいたいと思います。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

すごくいいアドバイスだったと思いま
す。本当に素晴らしい一流の演奏家の音楽
を聞いたり、あるいは先輩であったりいろ
んな学内外の演奏を聞かれて今日の多田さ
んがすばらしい演奏家の道を歩いていらっ
しゃるのだというふうに思いました。後輩
の方にもぜひそういう機会を作って演奏会
など聞きに行っていただきたいというふう

に思います。ありがとうございます。
それでは横井さん、いかがでしょうか。

後輩へのアドバイスお願いします。
⃝講師（横井） 学生の皆さんに伝えたい
こととしては、学生時代に何かを成し遂げ
る経験をすることが大切だということを伝
えたいと思います。

私の場合は、中高時代にコーラス部だっ
たのですが、そのコーラス部で全国大会に
出場した経験で培った、高い目標を達成す
る力や、海外留学や海外での仕事を通して
培ったコミュニケーション能力ということ
が今の仕事でも生かされていると思います。

なので、学生の皆さんにはどんなことで
もいいので目標を持って達成するという経
験をすると、その達成するまでの過程でぶ
つかる課題や困難もあると思いますが、そ
れを解決する力や最後までやり抜く力とい
うのがしっかり身につくと思います。

成し遂げた経験があると、これから社会
に出たときに自分の力になって生かされる
と思いますので、ぜひ頑張ってほしいと思
います。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

夢あるいは目標を持って進んでいきなさ
いと。その過程で何かぶつかったときには、
いろんな方のアドバイスがあったりステッ
プを上げるようなチャンスがあったりとい
うことですかね。今のお話と、先ほどから
のお話を聞いていますと、留学までのプロ
セスだとか留学された後のプロセスなども
いろんな夢を持って目標を持って行かれた
という感じがいたしました。ありがとうご
ざいます。
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それでは吉本さん、後輩へのアドバイス
をお願いいたします。
⃝講師（吉本） 後輩に伝えたいことを、
３つ私は書きました。

まずやりたいことをやる。つまり、何か
面白そうだなというか、興味のあることを
無視しないで自分の気持ちを聞いてあげて、
ちゃんとそれを救ってあげて、やっておも
しろくなかったらやめたらいいかなと思い
ます。やってもないのに、周りがやってな
いからとか、みんなとしたほうが楽だしと
か、新しいことをやるのって大人でも子供
でも初めは勇気がいるものだと思いますが、
大学生のときだと、思い切ってやる時間と
お金があったような気がしますので、自分
の小さい小さい興味関心を無視しないほう
がいいのかなと思いました。

恋愛すると言ったのは、さっき言いまし
たので割愛します。

最後、考え過ぎても一緒って書いたので
すが、例えば何年生の方がこれを聞いてる
か分かりませんが、就職活動や何か決めな
いといけないときに、私の周りでもたくさ
んいました。営業は何か難しそうだから嫌
とか、金融関係に絶対行きたいとか言う方
がいて、夢を持ったり目標を持ったり、そ
れに向かってやるということはものすごく
素敵なことですし、それを貫くということ
もすごく格好いいことだと思うのですが、

「金融関係に絶対勤めたい。保険関係に勤
めたい。」と言っていた子が、やっぱり結
婚して家庭に入り、子供がいて違うことを
しているというのは、それはそれで今の道
が素敵な道なので否定するわけではないの

ですが、初めやろうと思っていたことが何
かの機会で変わることっていっぱいあると
思うので、考え過ぎて、「これやっ！」てなっ
てからやるのと、今ぱっとやってしまうの
とでは、タイミングの話もあり、結果変わっ
てしまうということもあるので、とりあえ
ずやってみるということが大事かなと思い
ます。

３つ中２つ同じようなことを言っている
のですが。

あともう１個追加します。また写真シ
リーズでベトナムにいるときに、ちょっと
環境もそんなによくないので１回倒れたこ
とがあり、入院まではしなかったのですが
点滴を受けたことがありました。なので、
明日もし交通事故に遭うとか縁起でもない
こと言って申し訳ないのですが、そういう
こともあるので、やりたいなと思ったこと
はどこかに書きとめてやるということが大
事じゃないかなと思います。以上です。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

何かすごく伝わってきます。やりたいこ
とをやるって本当その通りだと思います。
それから、恋愛のことは先ほどもお聞きし
ましたが、学生時代にできなかったとおっ
しゃっていましたが、今はご結婚間近に控
えてらっしゃるということで、それは達成
されたのかなという感じがいたします。そ
して最後の３つ目に挙げていらっしゃった
ことですよね。
⃝講師（吉本） 考え過ぎても一緒。
⃝高橋所長 考え過ぎても一緒という。も
うその通りだと思います。ただ、すごくポ
イントでおっしゃったのは、タイミングと
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おっしゃいましたよね。タイミング。それ
はすごく４人の方にも共通するかなと思い
ました。

やっぱり何かのきっかけでそのときに躊
躇するか、進んでいくかという、そのタイ
ムリーな判断というのもその方の培ってこ
られた経験だとか、学習してこられたこと
とか、そういうもので後押しされたのかな
と思いましたので、吉本さんが今、タイミ
ングとおっしゃったのはすごくいい言葉だ
と思いました。ありがとうございます。後
輩の方にいい助言、アドバイスをいただい
たというふうに思います。

それでは雰囲気を変えまして、今年の２
月からコロナ禍で皆さんの生活も変わった
かと思うのですが、コロナ禍の中でご自分
にどのような影響を及ぼしているか、生活
に変化があったのか、そのあたりを一言で
結構ですので、お話いただけますか。

吉本さんからお願いします。
⃝講師（吉本） はい。コロナが個人に影
響したということですか。
⃝高橋所長 そうですね。吉本さんの生活
に影響を及ぼしましたか。
⃝講師（吉本） 会社での働き方が大きく
変わりました。今少し落ち着いてきたとい
うか、落ち着いてはないと思いますが慣れ
てきたということもあって、もとに戻りつ
つあるような気もします。

ただ、世界を行き来することや出張で今
日は北海道にという生活をしているわけで
はないので、ものすごく変わったかと言わ
れたらそこまで変わってない。給料が減っ
たぐらいだと思います。

⃝高橋所長 そうですか。お給料に影響を
及ぼしたのですね。会社の方針も少し変
わったということですかね。
⃝講師（吉本） そうですね。テレワーク
は自宅で仕事をしますが、会社に行かない
とコピー機を使う機会がないので、私たち
の業界としては厳しい成績というか状態に
はなっています。
⃝高橋所長 これからまた新たな展開を考
えていかないといけないという状況ですね。
ありがとうございます。
⃝講師（吉本） はい、新しいことを考え
ないといけないと思います。
⃝高橋所長 絹田さん、いかがでしょうか。
⃝講師（絹田） 私生活において、３月の
末に出産をしたということもありまして、
本来なら立ち合い分娩プラス入院中に家族
の面会もできたのですが、もう本当にぎり
ぎりなところで生まれたこともありまして、
幸いにも主人だけは立ち合いができました
が、入院期間中は家族の面会が出来ない生
活を過ごしたというのが大きな影響だった
かなと思っています。

仕事においては、リモートが普及したこ
とによって対面とリモートの両方で講義を
していますが、可能ならば対面でやりたい、
やったほうが学生の反応を見ながら授業も
進めていけるのでいいなと思う反面、会議
や打ち合わせは、効率や便利性を配慮し、
リモートのほうが良いと感じています。リ
モートの向き不向きがあるなと感じる今日
この頃です。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

大いにＩＣＴ化をこれから発展させてい
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かないといけないということだと思ってお
ります。ありがとうございます。

多田さんいかがでしょうか。コロナは、
ヨーロッパでは大変じゃないですか。
⃝講師（多田） 私は３月の初めに初めて
のソロリサイタルを予定していましたが、
コロナの影響で中止となりました。演奏家
にとって人前で演奏できないということが、
どれだけ苦しいことなのか、本当に身をもっ
て痛感いたしました。

音楽は人の心を癒してくれる、心を豊か
にするものだと思っています。そんな音楽
を途絶えることなく、世の中に音楽を届け
るためには、今はオンラインでのコンサー
ト開催や動画配信などを考えなくてはいけ
ないのかなと思っております。

ドイツでの状況は今、再び悪化しまして
私自身も10月と11月に予定していたコン
サートが全てキャンセルとなりました。そ
の上、来週月曜日からは再びロックダウン
となりまして音楽家にとっては本当に厳し
い状況が続いております。

でもそんな状況だからこそ、今は前を向
いて音楽としっかり向き合ってこのつらい
状況を乗り越えていきたいなと思っていま
す。
⃝高橋所長 分かりました。多田さん、ぜ
ひオンラインで演奏会を開催してくださ
い。ドイツが大変だというのはニュースで
聞いておりますので、どうぞ感染に気を付
けて、そして今の間にしっかり力をつけ、
もう１段、さらにすばらしい力を付けてい
ただいて私たちにも演奏を聞かせていただ
きたいと思いますのでお願いいたします。

⃝講師（多田） はい。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

横井さん、いかがでしょうか。コロナ禍
は、楽天のほうも影響していますか。
⃝講師（横井） そうですね。楽天の仕事
はフリマアプリのサービスなので仕事自体
に影響はないのですが、仕事環境はすごく
変わりました。３月から在宅勤務になって
いて、もう約８か月ぐらい会社に行ってお
りませんが、今まで会社に行って対面での
会議が当たり前で、そうしないと仕事もで
きないと思っていましたが、リモートワー
クがノーマルになってからはリモートでも
生産性も落ちてないですし、むしろ効率が
よくなったということが分かりました。今
後楽天としても新しい働き方ということを
考えて、どういった形で働いていくかとい
うのを今、考えて動いているところです。

あと、もう１つプラスというか、仕事の
関係でイベントに参加することもあるので
すが、なかなか時間を合わせて出向いたり
することが難しいものでもリモートであれ
ば簡単に参加できるので、いろんなイベン
トに参加できるようになったというところ
はよかったところかなと思っています。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

今日もこうやってドイツからも参加して
いただいていますので、リモートのメリッ
トというのも私たちも痛感しています。ぜ
ひ生かしていきたいですね。楽天は世界の
楽天ですので、そういうところの取り込み
はよく考えていらっしゃると思います。あ
りがとうございます。

それではもう１題だけ私のほうから聞か
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せていただきたいことがありますので、そ
の後、参加された皆さんからのご質問を受
け付けたいと思います。

私のほうから、今回タイトルに新たな挑
戦という言葉をつけさせていただきまし
た。これは事前に皆さんにお伝えしておら
ず、本日突然に質問させていただくことに
なりますが、それぞれの４人の皆さんにとっ
てのこれからの新たな挑戦、何か１つでな
くても２つでもいいのでお話いただけたら
と思います。

絹田さんから順番にお願いしてもいいで
すか。
⃝講師（絹田） 新たな挑戦ですね。そう
ですね。やはり女性が結婚し、子供を育て
てさらに社会でそれなりに活躍するという
ことは、なかなか難しい時代ということも
あると思います。実際、自分が今、遠くに
出勤になっていることもあり、日々家の中
をいかに回していくかということを家族で
相談しながらやっておりますが、これまで
の皆さんのお話にもあったように、自分の
夢は捨てずに、自分はこれをしたいんだと
いう気持ちをしっかり持ちながら、どうい
うスタンスでどういうスケジュールでどう
いうスパンでこれが叶うのかというのを更
新しながらでもリセットしながらでも考え
て、最終的にはいずれその夢がかなうよう
に、多くの女性があれもこれもしたいこと
をしながらやっていくということができる
ようになればと思いますし、私自身が先を
走っていけたらなと思います。
⃝高橋所長 ありがとうございます。楽し
みにしています。

多田さん、いかがでしょうか。新たな挑
戦、たくさんあるかと思いますが。
⃝講師（多田） 私はドイツに来てから尊
敬する先生のもとで演奏技術や音楽表現を
磨いてきたのですが、そんな中で武庫川で
はできなかった室内楽に挑戦することがと
ても増えて、Resonanz Trioを結成いたし
ましてそれで今、地道にグループとしての
活動を続けています。

気の合うメンバーにも恵まれまして、メ
ンバー全員出身も母国語もばらばらで、で
も音楽という共通言語を使いまして一緒に
演奏できるということに喜びを感じていま
すので、これからも日本、ドイツ国内だけ
でなく世界中で一緒に活躍していけたらい
いなと思っております。
⃝高橋所長 ありがとうございました。

ぜひ３人でコロナが落ち着きましたら、
日本で演奏会を開いていただきたいと思い
ます。今日は多分、多田さんのファンが増
えたと思います。待っていますのでよろし
くお願いします。楽しみにしています。
⃝講師（多田） ありがとうございます。
⃝高橋所長 横井さん、いかがでしょう
か。新たな挑戦です。
⃝講師（横井） そうですね。私は社会人
としては楽天でしか働いたことがないので
すが、気づけばもう社会人７年目になりま
した。社会人としての基礎スキルみたいな
ところは身についたかなと思っているので、
今後は今までの自分の経験や人脈を生かし
て異文化交流とか言語教育というところの
新しい取組に携わっていきたいなと考えて
いるところです。
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⃝高橋所長 ありがとうございます。なか
なかすばらしいですね。そういう取組を
持ってらっしゃるというのが。私の願い
としては横井さんに楽天で女性のトップに
立っていただきたいというような思いもあ
りますので、ぜひご活躍をお願いしたいと
思います。期待しています。
⃝講師（横井） ありがとうございます。
⃝高橋所長 吉本さん、いかがでしょう
か。新たな挑戦。
⃝講師（吉本） 新たな挑戦は、いつも20
代で何をしていたいとか、30代、40代で
何をしていたいかというのを大まかに持っ
ていたのですが、30代が正直ぽかっと抜
けてしまっていて、でも40代では家族と
過ごしたいという夢があって、そうすると
30代は子供を作らないといけない。旦那
を作らないといけないというのがあるので、
今の絹田さんみたいなのが新しい挑戦。私
にとって新しい挑戦かなと思っています。
以上です。
⃝高橋所長 ありがとうございます。いや
もうぜひ、もうその吉本さんの挑戦は間も
なく実現すると思いますので、ぜひキャリ
アデザインを描いていただいて、40代、
50代も女性として光輝いていただきたい
と思っています。期待しています。
⃝講師（吉本） ありがとうございます。
⃝高橋所長 それでは私のほうばかりで質
問をさせていただいておりますので、本日
ご参加いただいております皆さんからぜひ
聞きたいというご質問をお願いいたしま
す。いかがでしょうか。遠慮なくご発言く
ださい。

本日、瀬口学長も参加していただいてお
ります。

はい、永田先生、お願いします。
⃝永田先生 私は本学を卒業し、今は武庫
川女子大学のオープンカレッジの所長をし
ております。また卒業生の会、鳴松会のほ
うの幹事長もさせていただいています。ど
うぞよろしくお願いいたします。

まだまだ皆さん若いですが、これからの
最終的な目標、人生の目標などをお聞かせ
いただけると嬉しいなと思っております。
よろしくお願いいたします。
⃝高橋所長 いかがでしょうか。人生の目
標。すごく大きな目標になりましたけども、
絹田さんのほうから一言ずつお願いします。
⃝講師（絹田） 私の人生の目標は、管理
栄養士の養成学校のほうで大学教員として
勤めていきたいと考えています。やはり自
分が学び育ちましたので、ぜひ後輩を育て
るということに協力していきたいと考えて
います。プラスアルファでその公衆衛生と
いう生活習慣病予防というところにも力を
入れて研究しつつ、大学教員をし続けたい
と思っています。
⃝高橋所長 ありがとうございます。多田
さん、いかがでしょうか。
⃝講師（多田） 私の人生の目標は、小さ
い頃からの夢だったのですが、本当に音楽
家として自立するということです。今は学
生の立場でまだまだ未熟ですが、これから
もっと努力して音楽家として自立して、そ
して聴いてくださる方々の心を豊かにした
いなと思っています。
⃝高橋所長 ありがとうございます。
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今でも後輩の皆さんは、感動していると
思います。

それでは横井さん、いかがでしょうか。
⃝講師（横井） 私が目標としていること
は、今、楽天で働いてはいますが、行く行
くは日本文化や異文化交流というところに
もっと力を入れた取組ということをやって
いきたいなと思っています。ちょっとまだ
具体的なことは考えられていないのですが、
日本の文化等を海外に発信できるようなこ
とを将来的にはやっていきたいなと思って
います。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

吉本さん、人生の目標は。
⃝講師（吉本） 人生の目標かどうか分か
らないのですが、小さい頃から私はお母さ
んみたいな人になりたいなと思っていて、
それが何かといったらもうキャリアウーマ
ンというか、小さいときからずっと働いて
いて放ったらかしにされていたのですが、
今となればものすごい憧れの存在で、今
70歳近くで、退職してもまた新たな事業
を自分で始めていて。多分あの人は笑いな
がら死ぬんだろうなと思ったら、笑いなが
ら自分も死にたいなと思うので、やりたい
ことをやって肥やしを作って死んでいきた
いなと思います。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

いい目標ですね。永田先生、ありがとう
ございます。
⃝永田先生 ありがとうございました。す
ばらしいです。頑張っていただきたいと思
います。
⃝高橋所長 そのほか、ご質問ございます

でしょうか。
瀬口先生、一言何か皆さんにお願いしま

す。

⃝瀬口学長 皆さん、こんにちは。今、４
人の方、ドイツからの参加の方もいらっ
しゃってすごく世界が狭くなったなという
感慨深いところがあります。

それで皆さん方のお話を聞いていると、
武庫川の卒業生もしっかり世界で頑張って
いるなと非常に感心いたしました。

紹介が遅れましたけど、私、糸魚川先生
の後、学長として2018年から３年目にな
りました。瀬口といいます。

先ほどのお話の中でいろいろなことが出
てきましたけれども、自立心だとか実行力
だとかコミュニケーション力だとか考える
力だとか、感性豊かだとか、自信をもって
やっていくというようないろんなことがあ
りましたけれども、これは全て本学の立学
の精神や、教育目標です。教育推進宣言で
私たちが目標としているものを今日の４人
の方はほとんど実現されているというよう
な感じがあって、非常に感慨深く思ってお
ります。
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本学は、ちょうど去年、武庫川学院創立
80周年ということでいろいろなお祝いを
しました。そして、次の100周年に向けて
のビジョンを作りました。皆さん方もご存
じかと思いますが、「一生を描ききる女性
力を。」ということで、皆さん方は言って
みれば、もう描き切っておられる女性とい
うことですが、女性の年齢は100歳まであ
りますのであと70年、一生が勉強だと思っ
て、また頑張っていただければと思います。

私が聞きたいことは、本学に何か期待す
るものといいますか、もう少し優しい言葉
でいえば、この武庫川女子大の教育に何か
お願いしたいということがあれば、教えて
いただけましたら参考にさせていただきま
す。個人的な感想でも結構です。自分たち
のときにはこれが足りなかった、といった
ことでもいいですので、ぜひお願いします。
⃝高橋所長 いかがでしょうか。今、瀬口
先生がご質問された武庫川女子大学に期待
したいこと、あるいはこういうことがあれ
ばもっといいよということがありましたら、
絹田さんからご発言お願いできますか。
⃝講師（絹田） 私自身武庫川女子大学を
卒業したことに何の不満もなく、武庫川女
子大学を経たことによって今の自分がある
ことにすごく感謝をしておりまして、いろ
んな経験をさせていただきました。

私は、ほかの３名の方とは違いまして、
海外留学の期間は短かったのですが、サ
マー留学でアメリカ分校へ行き、さまざま
な体験をさせていただくこともできまして、
学生生活の中で申し分のないほどのプログ
ラムがたくさん用意されていたので、その

チャンスを学生たちがキャッチして、今こ
の機会だからこそ行っておこうというよう
な気持ちになる学生が増えていけば、より
武庫川女子大学が生かされていくのではな
いかなと、思います。本当に申し分のない
カリキュラムにより卒業、修了しましたの
で、胸を張って武庫川女子大学卒業ですと
今も言わせていただいていることに感謝い
たします。
⃝瀬口学長 ありがとうございます。
⃝高橋所長 多田さん、いかがでしょうか。
⃝講師（多田） 私はピアニストになると
いう夢に向かって突き進んでいたので、大
学で学んだことは今の自分を作ってくれま
したし、やりたいことを全部して、悔いな
く学生生活を終えることができましたので、
大学の中村先生を始め、担当してくださっ
た先生方には本当に感謝しております。

ドイツに来てから室内楽をする機会が増
えまして、それが武庫川ではできなかった
ので、今できていることにすごく満足して
いるのですが、それが武庫川での学生時代
にできたら今もっと幅が広がったのかなと
も思います。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

いかがでしょうか、横井さん。
⃝講師（横井） 私は武庫川には中学校か
らお世話になっていて、たくさんの先生方
のサポートがあって今の自分があると思っ
ていますので、大変感謝しております。

教育学科に在籍しながら交換留学も経験
させていただきましたし、たしか私が教育
学科から第１号で交換留学に行ったと聞い
ています。今はどうなっているのか分かり
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ませんが、英文科以外の学科の学生がもっ
と海外に目を向けられるようなプログラム
があるといいなと思いました。

あとは提携校が幾つかあると思うのです
が、今はいろんな国の人と関わる機会も多
いと思いますので、英語圏以外の国の留学
先も増えていくといいなと思いました。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

そうしたら吉本さん、いかがでしょうか。
武庫川女子大学にこういうことがあればと
か、何か。
⃝講師（吉本） 学生時代に中国語を取っ
ていて中国語のベーシックとアドバンスみ
たいなのがあって、アドバンスが取りたかっ
たのですが、時間が合わなくて取れなかっ
たので、語学の授業をもう少し増やしてほ
しかったなと思いました。

あと卒業後に思うこと、期待することは、
何度か卒業後に上田先生や佐藤先生にお会
いするために、日文の13階に行っている
のですが、廊下も暗いしどんよりしている
空気だったので、例えば電気を明るくする
など先生方が生き生きするような環境にな
ればもっと学生も入りやすいし相談もしや
すいし、卒業生も行きやすいしという環境
になるのではないかと思いました。以上で
す。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

大事ですよね。明るさというのは。分か
ります。
⃝瀬口学長 ありがとうございました。

学生さんたちに、大学はいろんなプログ
ラムを用意しているのですが、どのように
して参加していただくかということをしな

いといけない。海外研修を含め、いろんな
プログラムがあると思うのですが。そうい
う面では、今日の皆さん方のお話などもゼ
ミの学生さんに聞かせてあげると、色々な
ことが分かって、大学が用意するプログラ
ムに乗ってくれるのではないかなと思いま
す。私どもが言うよりも皆さん方の今のよ
うな話を聞かせたほうが、よほど学生さん
は、自分のこととして考えてくれるのでは
ないかという気がします。

校内を明るくする話は、コストの関係も
ありますが、合同教授会で先生方に伝えて
おきます。ありがとうございました。
⃝高橋所長 瀬口先生、ありがとうござい
ます。

それではもう１人、質問受けつけれます
がいかがでしょうか。参加いただいていま
す学生の方並びに先生方ご質問いただけた
らと思いますが、いかがですか。

はい、内田先生お願いします。
⃝内田先生 今日の４人の方々のお話は、
本当に力強くて私自身も元気をもらいまし
た。本当にありがとうございます。

今、授業をやっていても、こういうロー
ルモデルがあるということを具体的に言え
るので、授業の材料をもらって本当にあり
がたかったと思います。

それで、実際に私が授業をやっていて感
じることなのですが、これは武庫女の学生
に限りません。国際比較で、日本の若者は
他の国の若者に比べて自信がない。つまり
自己肯定感がすごく低いと言われていま
す。年代によっても違うのかもしれません
が、私が授業をしていても、皆さんのよう

28



にすごく自信に満ちている学生もいるので
すが、一方で自分に自信がない。はっきり
と授業の感想に書く学生もいます。自己肯
定感が非常に低い。すごく失敗を恐れる、
正解を求めるとか、そういうことを言う学
生は結構います。

皆さんと真逆だと思うのですが、皆さん
自身はもともと小さい頃からそうだったの
か、あるいは、いや以前は自己肯定感がな
かったけれど、あることがきっかけで変わっ
たのか、そういうことが分かれば授業で伝
えられるかなと思うのです。もし小さいと
きから自己肯定感が高かったとすれば、つ
まり自信に溢れていろんなことにチャレン
ジするような人であれば、例えば吉本さん
が言われたように考え過ぎても駄目、やり
たいことをやろうみたいなことを思えれば
良いのですが、意外とそうではないと感じ
ます。自己肯定感が低い、ないしは自分に
自信がないという学生に対するアドバイス
を皆さんから何かあればありがたいなと思
います。あともう１つは失敗をどう捉える
か。そういう学生はすごく多いので、その
自己肯定感と失敗の問題。ご意見伺えたら
ありがたいです。
⃝高橋所長 今のご質問に対して何か回答
できるという方、どうぞ。お名前も指定し
ませんので、どうぞ自由にご発言をお願い
します。いかがでしょうか。

吉本さん、お願いします。
⃝講師（吉本） 私は昔から何でもできる
と育てられたので、自己肯定感は正直高い
ほうだと思います。でもやっぱり挫折する
ことや失敗することもあって、なかなか自

分から進んでできていないと思うこともあ
るのですが、私が仕事の際に思うのは、小
さい小さい達成感を積み重ねていくことか
なと思っています。

初め、自分の興味を無視しないという話
をしたと思いますが、どんなことでも、例
えば仕事でもいっぱい仕事がたまって、あ
れもやらなあかんこれもやらなあかん、と
思ったときに、そのやらなあかんトゥー
ドゥーリストから一番に消せることからど
んどん消していき、これはやった、これは
やったと思えたときに、１個でも２個でも
消えたらやっぱり小さいことでも達成感が
生まれて、自分を肯定できるような感じが
するので、私が思うには自分の興味を無視
しないということと、小さいことでもいい
ので、小さい小さい達成感をたくさん味わっ
ていくというのが質問の回答になるかなと
思っています。以上です。
⃝高橋所長 絹田さん、どうぞ。
⃝講師（絹田） 私も吉本さんと似たよう
な回答になるかと思いますが、私は自己肯
定感が昔から高かったわけではないです。
いろいろな失敗をして、兄と比較されるよ
うなことも多く、泣きながら何でもやって
いた記憶があるのですが、そのときに必ず
言われていたのが、「よく頑張ったね」と
必ず褒めてくれていました。できた事は小
さいことでもいいので、そこで自己認識と
いうか、認めてもらっていたという記憶が
ありましたので、私も講義をしていて、い
かに公衆衛生を分かりやすく教えるかとい
うところで、学生の反応を見るようにして
います。また毎回小テストをして、それは
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マルかバツかという単なる回答ですが、学
生に回答してもらった時に、できているこ
とをしっかり相手に伝えることで、自信を
少しずつでも持ってもらえるように心掛け
ています。

あと失敗ということに関しては、全てに
おいて失敗はないと思ってやっていて、経
験であると言い聞かせながらプラスに考え、
マイナスに思わず前に進んでいこうという
意識はいつもあります。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

横井さん、お願いします。
⃝講師（横井） 私自身もすごく自己肯定
感が昔から高かったかというと、そうでは
なかったかなと思うのですが、小さい頃か
ら結構いろんなことに興味を持ってチャレ
ンジしていたなという記憶はあります。習
い事にしてもそうですし、いろんな新しい
ことにすごく興味があっていろいろやって
いました。

その中で自分の中でできるというものを
ずっと継続して続けていたというところが、
自信につながったのかなと思っています。

特に小さい頃からいろいろ続けてやって
いる中でもジャズダンスや、コーラス、英
語は継続してやったことで自信につながっ
たと思います。

失敗に関しては、何で失敗したのかなと
いう振返りをします。振返りをした上で、
あまりネガティブに考えずにこれも経験の
１つと思ってポジティブに捉えるようには
しています。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

多田さんもお願いします。

⃝講師（多田） 私も幼い頃からそんなに
自己肯定感というのがなかったと思うので
すが、演奏をしていく上でコンクールやコ
ンサートに挑戦して、それでうまくいった
ら自信につながるし、そうやって私は自信
をつけていきました。

何か自信をつけるためには、自分の得意
なことを見つけるとか、やりたいことを見
つけるということはすごく大事なことだと
思っていて、料理やスポーツ、音楽など何
か得意なことを見つけるということがすご
く大事ではないかなと思っています。

失敗をどう捉えるかというところですけ
れど、今まで数多くの本番をしてきました
が、たくさんの失敗をして悔しい思いをし
ました。しかし、その失敗があったからこ
そ成長できましたし、失敗したことはあま
り考えないようにして前向きに考えるよう
にしています。
⃝高橋所長 ありがとうございます。
⃝内田先生 ありがとうございました。
⃝高橋所長 学生の方で質問が上ってきて
おります。どうぞ。
⃝学生 初めまして、本日は貴重なお話を
ありがとうございました。今就職活動が始
まっていて、私が幼い頃から目指している
業界があるのですが、それを目指すにあた
り、先生や友人、親、先輩にいろんなこと
を質問して学ぼうと頑張っているのですが、
どこまで大人の意見を信じて誰の意見をど
こまで信じるかという事を考えて最近すご
く悩んでいます。皆さんは学生時代に、誰
の意見を信じて何かやってきたというお話
を聞きたいなと思っています。よろしくお
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願いします。
⃝高橋所長 絹田さん、お願いします。
⃝講師（絹田） すごく気になるところだ
と思います。私自身も今、やっぱり人の意
見を聞く中でどうしていったらいいのだろ
うと悩むことや、左右されることがあるの
ですが、そのときに一旦、本当に自分は何
がしたいのかという原点に戻るといいので
はないかなと思います。

私もいろいろな先生のお話や、先輩のお
話、そして実際に行ってみたい病院や実習
先、就職先に足を運んでみたりといろんな
ことをしましたが、本当に自分が何をした
いのかなと悩んだときには一旦原点に戻っ
てもう一度整理してみることも大事じゃな
いかなと思います。

そうすることで、これは違うけど、これ
はそうなのかもとか、もっとこうだったの
かなというものが見えてきたり、何か前に
進むきっかけになったりとか新たなものが
見えてくると思うので、私のアドバイスと
すれば、一旦自分が本当に何をしたかった
のかというところに戻ってみてはいかがか
なと思います。
⃝学生 はい、ありがとうございます。
⃝高橋所長 吉本さん、お願いします。
⃝講師（吉本） これはすごく個人的な意
見なので、私が当時思っていた悩みと同じ
かどうか分からないのですが、私が思って
いた悩みと同じであれば、否定的なことを
言ってきた人には（この人は何も）「知ら
んやん」ってすぐに言っていました。自分
も憧れを持ったところに行きたいという意
志があるので、それは目指したらいいと思

うのですが、「知らんやん」というのは私
自身にも言っています。その場面を実際に
体験したことはないけれど、見たり聞いた
りして自分が憧れたものだと思うので、自
分に対しても「知らんやん」というピュア
な気持ちでいる。そしていろんな人の意見
を聞きながら、否定してくる人の意見には、
いやいや、「知らんやん」って自分とあな
たは違うからっていう事を思っていました。

あと、私も憧れというか、国際協力師と
いうのをやりたいと今も思っているのです
が、その人が本を書いていて、本の中でこ
れとこれはやったほうがいいというような
条件がありました。自分が憧れている職業
をやっている人とか、自分が憧れている人
がいるなら、その人が書いている本があれ
ばそれを読んでみるというのもいいかと思
います。大人に相談して、大人は全員社会
人経験をしていると思いますが、大学の先
生であれ誰であれ、偏りは絶対あると思う
ので。自分も偏りはあると思うので、初め
に話したことと少しずれているかもしれな
いのですが、１個目が「知らんやん」とい
うことと、もう１個はやっている人の、憧
れている人の本を読んでその人が生きてき
た道というのを見るということを私はして
きました。以上です。
⃝学生 ありがとうございます。
⃝高橋所長 横井さん、お願いします。
⃝講師（横井） 就職活動をしたときの体
験ですが、就職活動をする上で私が意識し
ていたこととしては、グローバルに活躍で
きる会社を選んでいました。

その中で、周りの人の意見というのはす
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ごくたくさん聞いたのですが、最後に決め
るのは自分で決めたかなと思います。なの
で、自分自身が何をしたいか、将来的にそ
の会社に入ったときに自分がしたいことが
実現できるのかを考えて、最後は自分自身
で決めるのがいいのかなと思います。
⃝学生  はい、ありがとうございます。
⃝高橋所長 ありがとうございます。

まだまだ皆さんからのご質問を受け付け
たいと思うのですが、間もなく終了の時間
になります。今日は４人の卒業生の皆さ
ん、絹田さん、多田さん、横井さん、吉本
さん、大変お忙しくしておられる状況の中
で、またドイツからも朝早くに大変なとこ
ろご参加いただきましてありがとうござい
ました。

まだまだお聞きしたいこともありますが、
今回の座談会を録画していますので、また
後輩の皆さんに見ていただけるようにした
いと思います。

本当に今日はたくさんのお話を聞かせて
いただきましてありがとうございました。

皆さんのこれからのご活躍を期待してお
ります。また母校に来ていただき、お話を
していただいたり、あるいは演奏ですね。
多田さん、ぜひ演奏も母校でしていただき
たく、楽しみにしております。皆様のご活
躍を期待しております。

今日は本当にありがとうございました。
十分ではありませんが、これで座談会のほ
うは終了させていただきまして、この後司
会の福尾先生のほうにバトンタッチしたい
と思います。ありがとうございました。
⃝司会者（福尾） 皆さんどうも、長時間

お疲れ様でした。
最後に、今日のこの会は皆さんにご参加

いただいて、学生さんもいろんな啓発や気
づきを得たのではないかと思いますし、こ
の会を催したものとしましてはぜひ継続さ
せたいと考えています。つまり今年で終わ
るのではなく、来年以降も開催し、いろい
ろお話いただいたことをどんどんつないで
いきたいと思います。

それでぜひともアンケートに回答いただ
きたいということと、もう１つはぜひとも
次回の会に向けてお話しくださる講師の方
をご紹介いただきたいと思います。世界中
で活躍している女性の方、同輩や先輩、い
ろんな人をご紹介いただいて、ここでいろ
いろな意見を学生が聞く、そういう機会を
継続したいと思いますのでぜひご協力いた
だきますようお願いします。

どうも本日はありがとうございました。
それではこれで会を終了させていただき

たいと思います。
⃝高橋所長 ありがとうございました。
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世界で活躍する武庫女卒業生
ー新たな挑戦ー

2020年はコロナ禍により、全世界の活動
が停滞に追い込まれ、まさに全人類の叡智
が試されています。そのような状況下でした
が、「世界で活躍する武庫女卒業生―新た
な挑戦―」と題してオンライン・シンポジウ
ムを開催しました。本シンポジウムは、４回
目となりますが昨年度に引き続き、文科省
科学技術人材育成費補助事業ダイバーシ
ティー研究環境実現イニシアティブ（牽引
型）の事業の一環として開催しました。

登壇頂きました卒業生は、絹田 皆子　氏
（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 公衆
衛生学分野　助教）、多田 美晴　氏（ドイ
ツ国立ミュンスター音楽大学修士課程在学
中）、横井 利佳子　氏（楽天株式会社勤
務）、吉本 瑠巳　氏（富士ゼロックス兵庫
株式会社勤務）の４名です。ドイツ在住の
多田さんは、日本時間に合わせていただき
早朝５時に参加いただきました（感謝）。ま
た、横井さんは東京から、絹田さん、吉本
さんは神戸のご自宅からZoom参加となり、
オンラインを身近に感じた座談会でした。

座談会は、それぞれの卒業後の歩みを中
心にご紹介いただいたあと、「ターニングポ
イントはいつだったか」、「国内外で活躍して
いくには何が必要か」、「女子大学で学んだ
ことはプラスだったかマイナスだったか」「今
後の新たな挑戦とは」といったテーマにつ
いて意見交流をしました。また在学生に向
けてのアドバイスでは、「他人と比べることな

く自分の道を進むこと」、「多くの人の意見を
聞き、知ることを楽しむこと」、「小さな達
成感を積み重ねていくこと」など、それぞ
れの経験にもとづいた力強いメッセージをい
ただきました。

参加者からは、「無理せず自然体でやり
たいことをやり、出会いなどのチャンスを活
かし、臆せず海外にも出られている卒業生
の武庫女魂に感動しました。」「世界で活躍
される先輩方の話を聞いて、目標にしたい
女性像を自分の中でつくることができまし
た。」「卒業してから10年程経った者としても
同じ同窓生の話は大変興味深く、刺激をい
ただきました。」といった感想が寄せられま
した。

武庫女から社会へ、世界へと羽ばたいて
行った卒業生が、自立した女性として本学
で学んだ教育を芯にしっかりと活躍されてい
ることを自覚させて頂いたシンポジウムでし
た。参加されました皆様も同様に心を熱くさ
れたことと思います。

在学生、卒業生の皆様にも夢への挑戦と
実現の可能性は大いにあります。どうか、
自然体で夢に向かって挑戦してください。い
つも応援しています。

女性活躍総合研究所は、一生涯を描きき
る女性のキャリアデザインの探索と開発の研
究を行っていきます。皆様のご理解とご協
力をお願いいたします。

女性活躍総合研究所

所長　高橋享子

発行日　2021年３月
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